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前号では，上海・復旦大学新聞学院の教育
内容について，その機構，学部，大学院の概
観を紹介した。今回は，新聞学院の本科生，
ジャーナリストの大学院生が，実際どのような
ことを学び，研究しているのかについて，『復旦
大学新聞学院』のカリキュラムと教授，学生た
ちのインタビューを紹介する。

  1. 本科生のカリキュラム

ジャーナリズム，ラジオ・テレビ，広告，コミュ
ニケーションのいずれのコースとも，必修と選択
科目がある。ここでは，ジャーナリズム，ラジオ・
テレビ，コミュニケーションについて見ていきたい。

（1）ジャーナリズム・コース
ジャーナリズム・コースは，16の専門科目
と17の選択科目がある（＊は，ラジオ・テレビ
ジャーナリズムと重複科目）。

【専門科目】
フォト・ジャーナリズム，中国のメディア史，＊ニュー

スレポートと原稿の書き方，＊ニュース評論と解説，

国際報道，調査報道，外国メディア史，ラジオ･テ

レビジャーナリズム，＊ジャーナリズムの法と倫理，

メディア批評，中華人民共和国のメディア史，イン

ターネット・コミュニケーション概論，メディア経営，

＊インターンシップ（マイナーとメジャーと2つからな

る），＊卒業論文。

【選択科目】
文化コミュニケーション，コミュニケーション学研

究法，世論学，統合型マーケッティング・コミュニ

ケーション，マスメディアと文化，写真撮影入門，

スポーツ･娯楽報道，財政報道，雑誌研究，公

共業務報道，正確で詳細な報道，英字新聞雑誌

講読，視覚コミュニケーション，政治コミュニケー

ション，出版学概論，マーケッティング・コミュニケー

ション，外国新聞法制。

このうち「公共業務報道」は，社会主義国・
中国ならではの報道と言えよう。

（2）ラジオ・テレビジャーナリズム・コース
ジャーナリズム・コースと6つの重複する科目
を除くと13の専門科目と31の選択科目がある。

【専門科目】
放送概論，テレビ撮影とビデオ収録，ラジオ番組

制作，ニュース編集とコメント，テレビ編集，世界

の放送小史，テレビ・ラジオ放送技術，放送ニュー

ス取材，ジャーナリズム経営，映画とテレビの技法，

ジャーナリズムの先進研究，テレビとラジオの番

組制作，ドキュメンタリーの理論と実践。

【選択科目】
メディア批判，広告美術，ラジオ・テレビと現代社会，

ジャーナリズム・ジャーナリスト教育を探る
～上海・復旦大学新聞学院からの報告（下）～
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コミュニケーションの政治経済，メディアの先駆研

究，テレビドラマ研究，番組のクリエーティブとマー

ケッティング，精査・調査報道，放送経営，視聴

率調査，番組の販売促進，放送への理解，現代

の世界の放送とテレビ，世界の芸術，中国の芸術，

テレビ文化研究，映画･テレビ番組のワークショッ

プ，ドキュメンタリー・フィルムの研究，音響デザ

インと美術，放送ジャーナリズムの分析，映像リテ

ラシーとコミュニケーション，メディアとジェンダー

研究，写真の選択研究，デジタル映像制作のワー

クショップ，短い物語の映画台本，世界の映画概論，

テレビチャンネルのパッケージ・デザイン，ニューメ

ディアとメディアのマーケッティング，放送法，規則

と倫理，アニメーション概論。

（3）コミュニケーション・コース
日本と同様，関心が高い学科であり，日本
の大学とも交流が多い。19（一部略）の専門科
目と20の選択科目がある。

【専門科目】
ニューメディアのコミュニケーションと発展，組織コ

ミュニケーション，メディア経営管理，中国メディア

史，文化コミュニケーション，メディア経済理論，オ

ンライン・ジャーナリズム，対人コミュニケーション，

コンピュータ・ジャーナリズム，パブリック・リレーショ

ン，世界コミュニケーション業概況，コミュニケーショ

ン学研究法，世論学，ジャーナリズム推進講座。

【選択科目】
メディア・コンテンツ・オンラインの制作，統合的マー

ケッティング・コミュニケーション，マーケッティング，

マスメディアと文化，撮影論題，ビジネス・コミュニ

ケーション，ビジュアル・コミュニケーション，スピー

チとレトリック，マーケッティング・リサーチ，インター

ネット・セキュリティーと法，メディアと社会，コミュ

ニケーションの危機管理，編集・出版マネージメン

ト，政治コミュニケーション，メディア英語，視聴率

調査分析，電子商取引と電子統治，新聞・書籍発

行管理，アニメーション概論，日本語報道読解。

（広告については省略した）

  2. 李双龍准教授に聞く

学生は，本科生となった2年生から徹底した
ジャーナリズム教育を受けることになる。
そこでまず李双龍准教授に，復旦大学新聞
学院のジャーナリズム教育全般について話を聞
いた。李先生は，日本のコミュニケーション研
究者やジャーナリズム研究者，ジャーナリスト
の間でも著名な研究者である。日本で，「復旦
大学」の名前が出る際，その代表的な研究者
として名前が挙がる。

1991年から東京大学
の新聞研究所に在籍し
ていて，2000年に「コ
ミュニケーション・メディ
アと中国農村社会の変
容」の論文で社会学博
士の学位を取得した。
この間7年近く，日本

記者クラブで働いていたこともあって，日本のマ
スメディアにも精通している。大学では「異文化
コミュニケーション」を担当していて，教室を訪
問した時は，ちょうど客家の生活様式や家族主
義，また1930年に毛沢東が行った農村調査に
ついて，100人余りの学生に講義していた。
さて今回復旦大学新聞学院に取材に訪れる
際，研究チームのメンバーから，「中国にジャー
ナリズムはあるのか」との疑問を真っ先に受け
た。まずその点について，日本のジャーナリズ
ムと比較しながら語ってもらった。

李双龍准教授
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私から見ると報道，言論の自由はある意味で，
置かれている環境に基づくもので，知っている全
てのことを報道するのか，記事にして良いのかと
いう認識の問題があります。しかも日本の場合は，
ひとつのテーマ，事件や問題を各社一斉に，そ
れも何度も何度も繰り返し報道しています。果た
して視聴者はそれを望んでいるのでしょうか。
次に，日本，アメリカの視聴者層（読者層）と

中国とでは大きく違う。それは，学力や教育水
準の違いもあって，真実を知っても，自分の判断
で理解する能力がある。しかし，中国の場合は，
判断できなくはないが，率直にそれを受け止めて
行動するとなると，全く逆の方向に走り出してしま
う傾向がある。つまり意味を履き違えたり，自分
の思い込みで理解した気になったりして，真実を
見誤ってしまうおそれがあるのです。西側の言っ
ている「言論の自由」を中国に持ってくると，中
国の国情や国民性，中国人のメディアの接し方
の違いから混乱をきたす可能性がある。ストレー
トに伝えたほうが良いのか，伝え方にしても別の
形，つまり分かりやすく解釈して伝えるほうが良
いのではないかという考え方が一方にはあります。
ジャーナリズムの理念を歪曲しているのではなく，
度合いをどうコントロールするかです。いまは過渡
期であって，西側の輸出しているジャーナリズム
を取り入れながら，段階的にいい方向に進んでい
る，つまりソフトランディングが重要なのです。
日本のジャーナリズムのように，センセーショ
ナルなニュースを中心に推し進めていくと，あ
の餃子事件のように全ての中国商品のバッシン
グに繋がるような報道がなされてしまう。果たし
てそれでいいのでしょうか。
─最近（筆者が上海を訪れた時期は，調査報

道などで有名な『財経』の編集長らが続 と々辞

めた時期と重なっていた）の事態を見ていると，

やはり，中国にジャーナリズムはないのでは，

と思ってしまいますが。

中国は経済が欧米並みに進んでいますが，
政治は共産党体制です。経済問題主体の『財
経』は，海外の影響が強く，記事の中には政
治も同じテンポで語られているものがあります。
経済と政治が一体化して初めて中国のジャーナ
リズムは成り立つわけです。中国経済が発展す
るのは，政治体制のお陰であり，政府の方針
に従うのはやむを得ないことだと思います。中
国には8,000種類の雑誌があって，『財経』は，
ビジネス界には多少の影響はあるかもしれませ
んが，一雑誌に過ぎず，大勢に影響はないと
思っています。
─さて復旦大学で，特に私たちが関心を持っ

ているのは，現役ジャーナリストが，大学院で

ジャーナリズムを勉強している点ですが，どの

ようなジャーナリストが入学できて，どんなこと

を学んでいるのでしょうか。

そうですね，新聞学院の研究生（大学院：
修士3年250人，博士3年80人）のうち，現役
のジャーナリストで入ってくるのは，年間20人く
らいです。社会人枠ということで，学部から上
がってくるケースよりも入学は考慮，緩和されて
いますが，誰でも入れるわけではありません。
資格は，主に次の5点です。
①大学を卒業していること。
②上海市内に勤務している男女。
③勤務年数が3年以上である。
④新聞・放送記者として実績がある。
⑤部局の推薦が必要。
⑤は，所属するメディアグループの幹部候補
生ということですからね。
入学試験は，①筆記（理論と実務：「ジャー

ナリズムと社会の関わり」をテーマにした試験問
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題），②外国語（英語），③面接からなっています。
大学院生は，主に20代後半から30代前半
で，人民日報（華東支局），文匯報，解放日報，
新民晩報，上海電視台（テレビ），東方ネットな
どの記者たちが入学しています。平日も授業が
ありますが，ジャーナリスト向けに，主に土曜
日，日曜日に講義を履修できるように配慮して
います。だから，日曜日に出てきて教える先生
は大変なんですよ（笑い）。
講義内容は，ジャーナリズム理論やパーソナ
ル・コミュニケーション，異文化コミュニケーショ
ンなど幅広いですね。
─仕事を持ちながらの学生を指導していくわけ

ですが，事件や事故が起きて，急遽休むという

ケースもあると思われますが。

確かに記者という職業を考えれば，そういっ
た点について配慮も有りうるかもしれません。
しかし学位を取るということは，それなりのレ
ベルが必要です。取材出張と重なって出席が
悪かったり，本業が忙しかったりという理由だ
けで，これまで目こぼししてきたところもありま
すが，来年からは厳しくなると思います。いま
検討しているのが，入学試験の審査を厳しくし
て，定員を半分の10人くらいに減らそうかとい
うことです。まだ検討中ですがね。それから入
学後の出席の回数，論文や発表の質をいま以
上に高めていかないと学位は取れません。
─李先生は，現在の復旦大学のジャーナリス

ト再教育のあり方をどのように見ていますか。

上海の新聞，テレビ業界では，マスターを取
得するということは，将来を保障されるという
意味を持っています。それだけに，社会人でも
休職して勉強すべきであり，それが大学院の本
来あるべき姿だと思います。なかなか出席でき
ない，平日来られない彼らのために，日曜日も

開校しているのですから。
中国では，記者という職業は，学生たちに
とって人気，憧れの職業です。いまでは中国国
内の大学で，「ジャーナリズム」関連は，800学
科以上あります。その頂点に立つのが，復旦大
学新聞学院なのです。
─こちらに来て最初に目にしたのが「復旦新聞

館　天下記者家」という電子掲示板の文字で

した。いまもその名の通り，中国を代表する

ジャーナリズム・スクールですか。

確かに中国のメディアの幹部は復旦大学出身
者で占められています。中央電視台の前台長とか
上海電視台台長とか，解放日報や新民晩報の幹
部とかも皆そうです。以前は卒業生の80％以上
がマスメディアに就職していました。しかし，こ
こ10年では，50％を割り込むようになってきまし
た。その理由は，新聞社やテレビ局が，以前は
「ジャーナリズム学部」「新聞学院」といったジャー
ナリズムを専門に学んできた学生を採用していた
のですが，もっと幅広い視野を持った学生を採
るようになってきたからです。ですから，ジャーナ
リズムに関して圧倒的に優秀というだけではダメ
ですね。このため，採用する側は，復旦大学新
聞学院に限定せずに，上海交通大学や上海大
学，師範大学などへ門戸を広げてきています。
─それは日本のマスメディアの採用理念と似て

いますね。

そうですね。市場経済が進んで「記者」を取
り巻く環境も変わって，大量採用より，スリム
化，人員削減が進んできていることも影響して
いるでしょう。専門性の高い学生を沢山採って，
それぞれの部署に配置するより，幅広い知識を
持った記者なら，どこに配属しても即戦力にな
るでしょうからね。
学部生の特徴としては，インターンシップを
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徹底させています。2年生の夏休み期間中の40
日間，3年生後期（4月～ 9月）に100日間，そ
れぞれの学生は，新聞社，雑誌社，テレビ局
などメディアに入って実地訓練をしてきます。
─最近の日本の大学や大学院もインターン

シップに力を入れています。NHK はまだ受け容

れていませんけれどね（笑い）。

さて最後に，インターネットがマスメディア

を席巻しています。日本でも「人民網 1）」は有

名ですが，大学としての対応策は何か講じてい

るのですか。

インターネットの時代を念頭に置いています。
そこでメディアの融合について論じる講義や
ニューメディア，移動メディアを視野に入れた講
義など，科目調節を通じて社会のニーズに応え
るようにしています。

  3. 将来設計がしっかりしている学生たち

前号で紹介したように，復旦大学では1年生
は一般教養を受講するため，専門コースを学ぶ
のは2年生からである。学部生になったばかりの
施熳璘さん（女性：上海市出身，コミュニケーショ
ン学科2年生）と黄泓翔さん（男性：広東の出身，
ラジオ・テレビ学科2年生）にインタビューした。

─なぜ復旦大学新聞学院を選んだのですか。

施さん：中国で，一番
ジャーナリズムで有名
な大学だったからです。
新聞学は，総合的で
社会のさまざまな面を
見ることができるので
視野が広がると思って
選びました。

黄さん：施さんと同じで
すね。中国では北京大
学，復旦大学が双璧で
すが，ジャーナリズムな
ら復旦大学ですから。
─どのようなことを勉

強していますか。

施さん：いろいろな学科
に興味がありますが，それとは別に，いま日本
語を勉強しています。日本に留学したいのです。
黄さん：将来の役に立つようにジャーナリズムだ
けでなく，歴史，政治，経済など幅広く選択し
ています。特にジャーナリズムの専門科目とは
別に社会学や心理学，中国古代文学にも興味
があります。
─将来は何を目指しているのですか。

施さん：ファッション雑誌の編集者が志望です。
中国にも「昕薇 ViVi」（日本のViVi・講談社）
とか日本の雑誌は少なくありません。中国にも
独自の雑誌はあるのですが，読者は多くはあり
ません。中国でもファッション自体はどんどん
発展しているのに，ブランド力はまだまだです。
いまはファッション雑誌の編集者を目指してい
ます。将来は，日本に留学して，日本のファッショ
ン雑誌について研究し，それを基に中国独自の
ブランド力を持ったファッション雑誌を創刊し
たいと思っています。
黄さん：私は，いろいろな場所に，まるでアニメ
の世界でも冒険するような感じで出かけて行き，
いろんな人に会って取材する記者という職業に
憧れてきました。それに記者は社会に貢献でき
る職業だと思っています。社会に影響を及ぼす
人間になりたいのです。将来は，外国のBBC
やNHKに就職したいと思っていますが，とに
かく報道，中国だと新聞記者になりたいのです。施熳璘さん

黄泓翔さん
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  4. インターンシップ制度

このように復旦大学新聞学院の学生は，明
確な将来へのビジョンを持っているのが特徴で
ある。李先生の話にもあったが，復旦大学新聞
学院の特徴的な教育の一つに「インターンシッ
プ」制度がある。大学生が実際のマスメディア
の職場に長期間滞在して実践を目の当たりにし
たり，時にはプロの記者と一緒に取材し，記事
まで書いたりする。記事には「インターンシップ
中の復旦大学新聞学院学生」と現場記者の署
名が連名で掲載されることも少なくない。

陆阳阳さん（男性：22）は，2年生の夏，40
日間，広州のサッカー新聞「足球報」（スポーツ
新聞）でインターンシップを経験した。また3年
生の後期には，100日間「新民周刊」で同様の
インターンシップを受けた。その体験の感想を
次のように述べている。

ちょうどオリンピックの時で，プロの記者に
付いていろいろな所に出かけました。新聞の構
成，制作過程を見たり，取材に行って記事を書
いたり，初めてインタビューしてその記事も書か
せてもらいました。3年の時の「新民周刊」は，
軽い記事から調査報道まで幅広いニュースが
掲載された，中流階級に読者層を持つ雑誌で
す。ここでの体験を通して，将来は新聞，雑
誌方面に進むことを決めました。

一方张嫣さん（女性）は，2年生では，アモ
イの「海峡導報」（日刊新聞）でインターンシッ
プをしたが，ここでは日常生活に密着した報道
がどういうものかを見てきた。3年生の時に「周
末画報」の経済部で，陆阳阳さんと同じように実
践を学んだ。こうした体験を通して张さんが気
づいたこととして，「自分は内気な性格なので，
喋るよりも文才を生かした，できれば経済系の
活字メディアに進みたいと思っている」と述べる
ように，職業選択と直結したインターンシップ制
度は，日本よりもかなり踏み込んでいる。多くの
学生が，インターンシップ中と断った上で，実
際に販売されている新聞や雑誌に署名入りで記
事を書き，それを読者も当然のように受け止め
ていることは新鮮な驚きであった。

  5. 人気の「調査報道」講義

インターンシップと並んで，実践的な取材方
法論の講義は，ジャーナリスト志望の学生たち
に人気がある。前出の陆阳阳さんが，面白い講
義の例として，「深度報道」（ここでは「調査報
道」と訳す）を挙げ，現場で活躍する記者の話
に魅了されて，「自分も是非記者になりたいとい
う気持ちを強くした」という。そこで「調査報道」
を教える講師と受講した学生3人にその魅力を
聞いてみた。この講義は，新聞学科本科生の必

修科目となっていて，主
に学部の2年生，3年
生，少数だが他学科の
学生が受講している。
「調査報道」を担当
しているのは，復旦大
学新聞学院OBの张志
安講師（32）。これま张志安講師

陆阳阳さん（左）　张嫣さん（右）
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でに「報道をいかに深かめるか～調査報道の
エリート記者へのインタビューと判例」「記者は
どのようにプロフェッショナルであるべきか～調
査報道エリート記者のプロ意識とテクニック」な
どの書籍の編集を担当したという。
講義の内容は，主に中国と海外の調査報道
の歴史や記事分析，調査報道に携わる者のプ
ロ意識，情報源の見つけ方，取材の手法，さ
らに取材をいかに成功させるか，データを基に
した報道の仕方，特集や解説報道の方法，調
査報道と社会の関係，調査報道と公共政策，
インターネット技術の応用など幅広い。

张講師は，「調査報道」講義の目的について
次のように述べている2）。
─事実の裏にある真実，その真実を追い求め
る報道に対する考え方とその道筋をつける能力
を養うよう心がけています。また新聞記事にあ
る文脈や背景，社会との関係を読み解く力など
についても学んでもらいます─
受講生の一人，新聞学科4年の李楠さん（22）

は，中央メディア（解放日報，人民日報，中央
電視台，上海電視台等）の記者を志望している。
─私が「調査報道」の中で，特に興味がある
のは，「メディア社会における公器教育と記者
の社会的責任」です。その理由は，「記者とは，
ただの職業ではなく，公共メディアとして発言
権を請け負った上で，情報を広め，責任を持っ
て情報の自由な流動を促進する役割を担う」と
いうことを学んだからです。
もうひとつは，どのようにして情報源を見つけ
るのか。そしていかに取材し，どのようにして
組織的に報道するのかの講義を受けて「調査
報道」に強い関心を持つようになりました。特
に具体的事例，例えば「孫志剛事件3）」などを
題材にした判例分析の授業は，非常に魅力的

で，より深く理解できました─
この「調査報道」の講義には，実際に現場
で取材している記者の経験談を聞く機会もあ
る。出版の編集，コラム作家志望の新聞学科
4年生の崔迪さんは，こうした体験談を聞くこと
によって，「調査報道」を行う記者を尊敬するよ
うになったという。
─「調査報道」は，知力を最大限に使う報道
であると同時に血も滾るような熱意がなくては
できないものであることを知りました。ただの報
道ではなく，現実に起きる事件一つ一つの過程
にすら影響を与え，さらに人の観念すら変えて
しまうと思いました。「調査報道」は，人間の
知力と経験の総合性を試すものだと知りました。
僕らは，優秀な調査報道記者にはなれないかも
しれないけれど，優秀な調査報道の読者になる
ことはできるとこの講義を聴いて思いました─

康凯氏も新聞学科の4年生で，記者志望だ。
张先生から調査報道のテクニックだけでなく，
判例分析を学んだことで，調査報道記者が，
身の危険に晒されながら，証拠を探し出してい
く，非常に苦難と努力が要求されることを学ん
だという。康氏の話は，非常に具体的で講義
の内容がよく分かる。
─「取材と調査の際の具体的かつ実践的テク
ニック」の授業では，取材の際には必ず 2つの
録音機を持ち，ひとつは手に持ち，もうひとつ
は鞄の中に仕込んでおくことを教わりました。そ
うしておけば，たとえ相手が録音を拒んだとして
も，証拠を残すことができるからです。また地
方政府の取材の際は，必ず身分証明書の必要
なホテルに宿泊すること。さもなければ地方政
府に尾行されて勾留されるおそれがあるからと
か，取材の全行程において，必ず証拠となるも
のを残しておくこと。それは，記事が掲載され
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た後，多方面で問題が出た時に対応できる…な
どこと細かいけれど，即役に立つ内容でした。
こうした講義を受けたことによって，弱者層
を救済したり，社会を変革したりすることの意
義，さらには，調査報道の裏側にある苦労がよ
く分かりました─
こうした微に入り細を穿つ教育が行われてい
るのも，復旦大学新聞学院の特徴といえる。

  6. 大学院のジャーナリスト再教育

では，大学院の講義はどうなっているのであ
ろうか。私たちの研究目的の中心は，「ジャー
ナリズム教育・ジャーナリスト再教育」にある。
そこで，実際に新聞社に勤務しながら大学院に
学んでいる2人の記者に話を聞いてみた。　　

赵亮晨さんは，1980年生まれの29歳，上海
市出身で，上海劇場学院で脚本や文学を学ん
だあと，文匯新民連合グループのスポーツ新聞
「東方体育日報」の記者を7年している。2008
年の北京オリンピックの際，中国の英雄といわ
れた男子110メートルハードルの刘翔選手が右
足の故障で競技を棄権することをスクープし，
上海新聞賞を受賞した敏腕記者である。

赵さんは，いまはトップページを担当，サッ
カー部門の編集デスクを務めている。

─部局の推薦ということですが，そのシステム

はどうなっているのですか？

うちの場合は長期間勤めていて，実績があ
れば，ということです。まず自己申請書を出し
て，社のほうで審査して推薦が決まります。
─刘翔のスクープが大きいのでしょうね。

そのことよりも，これまでの取材でキャリア
を積んできたからだと思います。これまでにサッ
カーのワールドカップでヨーロッパに2回，オリ
ンピックも2回取材しているんです。
─大学院に進もうと思った理由はなんですか。

コミュニケーションについて深く研究したいと
思ったからです。これまでの経験を理論的に深
めていきたいし，と言いますのも，編集以外に
評論も書いているのですが，これがちょっと行
き詰まっていたので，理論的に勉強する必要が
あったのです。
それから中国では，キャリアのためには学歴
が必要ということがあって，やはり復旦大学新
聞学院には，中国を代表する学者や研究者が
集まっているので，ここを選びました。
─仕事との両立は上手く行っていますか。

いまの仕事は，平日も含めて2日間だけ授業
を受ける時間を作ることができますので，どう
にかやっています。辛いのは，東方体育日報は，
朝刊紙で，深夜まで記事の入稿があって，それ
が終わってから若い記者たちと飲みに行ったり
して，ですから今日も3時間ぐらいしか寝てい
なくて（笑い）。
私の職場には，何人もこの大学院に入ってい
る先輩がいて，職場の人たちは慣れています。
私の場合は，木曜日と土曜日に休みをとってい
ますが，大学院は日曜日もやっているので，午
後3時まで授業を受けて，それから会社に出て
仕事をしています。ですから勉強も仕事も両立张昱辰さん（左）　赵亮晨さん（右）
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でき，とても充実した日 を々送っています。
─どんな授業が面白いのですか。

「マルクス主義新聞思想」なんか，元々眠くな
りそうな講義ですが，先生の教え方が上手くて，
現実に起きている話を採り入れながらの話は魅
力的ですね。この他，「コミュニケーション学
研究方法」は，文章はどういう風に書くのか，
取材対象をどういう風に研究し分析するのか，
視聴者の調査，サンプルの取り方などさまざま
なケースを想定しての研究で，職場でも参考に
なります。「現代新聞理論」は，基本的な原理，
理論を教えてくれます。
まだスタートしたばかりなので，学ぶことが
どれも目新しくてワクワクしています。
─ここで学んだことは，実際に職場で生かされ

ることはあるのですか。

いつも役に立っています。具体的には，ニュー
ス実務の面では，もっと専門的なプロフェッ
ショナルな実務が学べ，それを理論的に支え
られます。また調査と分析によって，受け手の
気持ちを知ることができるようになりました。コ
ミュニケーション学を勉強することで，読者が
何を求めているのか，より一層分析して，取材
に生かしています。
それから中国はいま，大きな転換期を迎えて
います。それに対応できる知識と能力を身につけ
るという点でもここでの授業は役に立っています。
もう一人，张昱辰さん（26）は，上海市出身
で華東師範大学社会学部を卒業して，上海教
育新聞グループで雑誌の編集をしている。
─次に张昱辰さん，同じような質問になります

が，いまの仕事はどのような内容ですか。

「家庭教育時報」や「上海中学生新聞」雑誌
「当代学生」といった学生向けの中国語と一部
英語の新聞，雑誌の両方の編集をしています。

─赵さんと同じように職場の推薦を受けて入学

したのですか。

そうです。私の場合も，「上海教育新聞グルー
プ」に自己申請書を出して，これまでの仕事の実
績を評価して，社としての推薦状をもらいました。
─復旦大学の試験は難しかったですか。

試験は新聞実務，インタビューや編集，作
文が150点，新聞史・新聞理論・コミュニケー
ション理論が150点，政治学100点，英語100
点の500点満点でした。学部から修士課程を
受ける人に比べたら入学試験は易しいといわれ
ています。私たちの時は，50人受験して23人く
らい合格しました。（横から赵さん：私は1番で
合格しました。〈爆笑〉）。
─なぜ大学院に進学しようと思ったのですか。

大学時代は社会学が専攻で，コミュニケーショ
ンの本を読んでいまして，もっと知りたいという気
持ちがありました。復旦大学には，コミュニケー
ションで有名な先生が，何人もいますから。私
の場合は，純粋なコミュニケーションではなくて，
新聞学の面に重点を置きたいと思っています。
─職場に戻ると役に立ちますか。

中国の職場では，「評価システム」があって，
論文を書く必要があるのです。それが評価の対
象になり，それによって「高級編集者」になれる
かどうかが決まるのです。新聞学関係の学術論
文が書けなければならないのです。それは赵さ
んも同じです。私の職場では，論文のテストが
あって，それをパスしないと昇進できません。
─仕事と両立させることで困ったことはありま

すか。
私の職場は，時間がハッキリしているので，
普段は困ったことはありません。
ここでの勉強は，理論面での知識を身につけ
ることができますし，理論だけでなく実践も身
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につけることができます。
─日本ではオンザ・ジョブ・トレーニング（OJT）

と言って，職場の先輩から取材の技法を学ぶ

のですが，中国ではどうですか。
赵さん：中国でも同じです。ここでは，実践的
なカリキュラムがあって，いろんなことを身につ
けることができます。私が経験したことと復旦
大学の先生が教えることでは，また違った面を
発見できます。これは，自分が新人や後輩記者
たちを指導する上で自分には何が足りなかった
とか，こういうことを知っていると実践で役に
立つなど，考えさせられることが多くて，その
ことはOJTでは気づかないことですね。それ
にここでは，常に世界的な視野に立って物事を
見ることを教わります。

赵さん，张さんたちが学ぶ修士課程のカリ
キュラムは，基礎科目として，コミュニケーショ
ン研究法，メディア経営と管理，マルクス主義
新聞思想，現代新聞史論研究があり，専門科
目には，新聞実務，中国新聞思想史，コミュ
ニケーション学研究，オンライン・コミュニケー
ション，現代出版研究，現代新聞研究などが
ある。このほか，選択科目には，海外のジャー
ナリズム理論と実践，メディア政策と法規，マ
スメディアと大衆文化，ラジオ・テレビの事例
研究，メディア批評など幅広く行われている。
今回，短期間とはいえ，復旦大学新聞学院
を訪問して，明確に分かったことは，ここまで
スケールが大きく，徹底したジャーナリズム教
育，ジャーナリスト養成教育，そしてジャーナ
リスト再教育を行っている大学は，私が知る限
り日本では皆無なのではないかという点だ。確
かに中国のマスメディアが国家の宣伝機関の一
翼を担っているとはいえ，最後の2人のインタ

ビューで，ジャーナリスト再教育が，ジャーナリ
ズムの理論的裏付けとOJTだけでは見えてこな
かった新たな発見があることを示唆していた。
最後に，「中国にジャーナリズムはあるのか」
という疑問については，我々が考えるジャーナ
リズムとは，大きな隔たりがある。それは，「報
道の自由」と彼らが語る自由は，共産党一党支
配下での自由であって，それは地方政府の腐
敗を暴く調査報道は成し得ても，中央政府に対
しては，一筋縄ではいかないであろうことを想
像させた。それについての本音（と私が勝手に
思い描いているのだが）が，どうしても聞き出
せないところに，中国ジャーナリズムの現実を
垣間見た思いがした。

（おまた いっぺい）

今回，取材，調査をスムーズに行うことができたのは，
日本からの復旦大学留学生の協力に負うところが大き
かった。彼らへのインタビューも興味深いものがあった
が，紙面の都合上割愛せざるを得なかった。取材協力
者を列記して謝辞に代えたい。
渡辺壮太郎，湖天吟，陳暁夏代，康玟浩（早稲田大
学国際教養学部4年），颯田晴香（同，文化構想学部3
年），山口恭平（同，文学部3年），石井俊平（同，教育学
部3年），宮崎貴昭（同，法学部3年），稲田孝俊（同，商
学部3年），松本英之（同，政治経済学部2年）の皆さん。
また復旦大学新聞学院の赵日迪先生には，社会人大
学院生のリサーチと通訳までしていただき，重ねてお礼
申し上げる。

注：
1）「人民日報」のインターネット。発行部数が大
幅に落ち込んでいる「人民日報」（公称 230 万部）
に代わって，数千万という単位の閲覧者がいる。

2）张先生をはじめ「調査報道」を履修した 3学生
については，インタビュー項目をメールで送付
して，留学生の渡辺壮太郎氏，湖天吟さんを通
じて回答してもらった。

3）2003 年 3月広東省広州市で，ファッションデザイ
ナーの孫氏が，身分証明書不携帯で派出所に連
行され，暴行を受けて死亡したとされる事件。イ
ンターネットで身分証明書不携帯，ホームレス問
題がわき起こり中国全土で注目されたという。


